
 

      「２０２０年 夏」        齊藤 薫 
 
今年は、長い梅雨や猛暑と大変な夏でしたね。そんな

中、私は初めて農作業に挫折を覚えました。 

 トマトの苗を根切り虫が襲い、イノシシが麦畑で土遊

びをし、ハクビシンやサル避けを張ったり・・・。と、

これまでは良かったのです。何とか乗り越えられました。

でも、相次ぐゲリラ雷雨と暴風がトマトの雨避けのビニ

ールを剥がし、まるで大蛇のように畑で暴れまくってい

た時には、心を支えている支柱がポキっと音を出して折

れた気がしました。ビニールを修復しようと、びしょ濡

れになりながら風で空を舞っているビニールをたぐり

寄せる。すると、折角手にしたビニールを強風がまた遠

くにやってしまう…というイタチごっこを何度も繰り

返しました。そのうちに、私は空の風に向かって大声を

上げていました。「もう！いいかげんにして！」「だいっ

きらい！（風が？）」それでも、容赦なく押し寄せてくる

風。叫ぶ私。ビニールを押さえながら必死でもがいてい

るその時、真っ黒い雲の隙間から真っ青な空がぽっかり

と見えました。そうすると、どういう訳か私の荒んだ心

がスーッと溶けて行って、なんとか最後まで作業も終え

ることが出来ました。その後、ぐったりとした身体で雨

の中をとぼとぼと歩いていると、やせ細ってほとんど実

を付けていなかったレモンの木に、たくさん濃い緑色の

実を付けているのを発見しました。手にしてみるとまだ

小さくて若いその実は、すごく健康ではち切れそうな実

でした。なんだか、レモンに励まされているような気持

ちになりました。 
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農産物の宅配： 会に賛同する野菜の生産者と、地域で自
給の為の野菜の作り手が集まって、無農薬・無化学肥料栽
培の野菜宅配を行っています。（その他、米、お茶、果実、
卵、鶏肉、豚肉などもあります） 

田んぼの会： 現在約１００家族以上が、あしがら平野の
13カ所で自給用の稲を育てています。 

お茶の会： 山に戻ってしまうお茶畑を、市民で手入れでき
ないかと始まりました。5月には参加者約100名が、各自
1年分のお茶を摘み取ります。 

大豆・味噌の会： 大豆は 7月に苗作りから始まり、11月
に収穫します。その大豆と、各自が田んぼの会で作ってい
るお米で、1月には麹づくりから味噌作りを行っています。 

小麦の会： 月１キロの小麦の自給を目指します。 

その他、四季折々の行事を行っています。関心のある方は
どなたでも参加できます。 
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       風が嫌い        相馬宏充 
 

 農家になって何が嫌いって、風が一番嫌いだ。暴

風は季節を問わず、突然暴力的にやってくる。もち

ろん台風は最悪だが、冬でも春でも、暴風はやって

くる。天気予報もあまりあてにならない。ビニール

ハウスは風のせいでビリビリに破れているし、今年

はきゅうりの U 字支柱が倒されてひん曲がってし

まった。野菜にももちろん被害が大きい。 

 風対策に、今年は防風用のソルゴーを障壁のよう

に育ててみた。ナスやオクラなどの条間にも、とこ

ろどころ平行に育てた。大きくなって日光を遮るよ

うになったら、上の方を刈取ると、そのまま敷き草

になる。今年は台風の直撃がなかったので効果がわ

からなかったが、面積に余裕があれば良い方法だと

思う。ソルゴーはとにかく生育が旺盛なので、有機

物の供給源になるし、天敵のすみかにもなる。有機

物は太陽エネルギーの乾電池のようなもので、日照

不足の時も補ってくれているように感じる。現在、

台風の心配もなくなったので、ソルゴーを株元から

刈って耕さずに茎ブロッコリーなどを植えてみた。

土はフカフカになっているので、生育が楽しみだ。 

 不耕起・無肥料栽培を実践している久保寺さんの

話では、不耕起だと野菜の根と雑草の根が絡み合っ

て風にも強くなるそうだ。不耕起栽培は草の管理が

大変そうだが、一部実験的に試してみようと考えて

いる。 



     今年の山ちゃん田んぼ   山室 光由 
昨年から、荒起こし２回、二見肥料撒き、代掻き２

回後に田植えをしている。田んぼに水が入ってくるの

が、５月の最終日曜日と決まっているので、それまで

は、代掻が出来ない。２回するとなるとどうしても、

６月の半ばの田植えになる。田植え後に米ぬかを散布

し、７月までは田んぼに入らず我慢。今年は、黒米(小
夜紫)約４畝とさとじまん１反を作付け。７月から草取
り開始。同時に永塚地区と千代地区は、ジャンボタニ

シの繁殖が凄く、組合員総出で８月まで毎週駆除にあ

たった。その甲斐あってか、生育は昨年よりいい感じ、

収量も期待できると思っていた。小夜紫は、約 28kgの
増収、さとじまんは約 90kg の減収となった。でも、
以前は稲刈り時に草刈りしているか稲刈しているのか

が分からない程、雑草が凄かったが、今年は雑草が少

なかったと感じた。団員の人達の草取りの賜物だ。特

に稗が少なかったと言うか殆どなかった。うるち米の

収量は、減ったがそれなりの収穫だと思う。今年から

機械植えと手植えでやったので、1 日で終わるように
なった。体への負担も軽減された。この調子で来年も

出来ればと思う。 
来年も稲刈り時期に、長雨や台風が来ませんよう

に！！！ 
 

「未来をつくるBLOF理論」小祝政明さん講演
（7/22 開催） 私の夫が新規就農をする前に修行をし
ていたジョイファーム小田原で興味深い講演会があると

言う事で夫婦で参加した。果樹をメインに栽培している夫

は下記のような感想であった。 

早速「のうてん農園なんでも研究所」の肥料設計研究

が始まった。圃場や樹木等にどんな変化があるか楽しみ

だ！ベテラン農家の口からも耳にする「天候には敵わな

い」という声に朗報かもしれない。 

当たり前だが植物は光合成を行う、だから太陽がずっ

と隠れていると農業では不作となってしまう。「ＢＬＯＦ理論」

は「ならば、炭水化物を根から吸収させよう！」という考え

方だ。炭水化物が全ての土台になると考え、アミノ酸系肥

料や中熟堆肥、そして生体反応に必要なミネラルをしっか

り与えて光合成を補うのだ。その方法に必要なのは土壌

分析、これを徹底して現状を確実に把握して、施肥を行う。

すると多収で病気や病害虫にも強い作物になる。しかも

有機栽培だ。小祝さん曰く「有機が良いのではなく、良い

ものを突き詰めたら有機だった」との事。また「ＢＬＯＦ理論」

では仕組みや成分を簡単な化学式で表現することも特徴

の一つで誰でも理屈が腑に落ちる。科学が嫌いな方も是

非触れてみて欲しい。もちろん肥料販売もされている方な

ので施肥ありきでは？との邪念も入るが、講演後には「そ

うゆう事か、やってみよう」となった。 

技術や経験だけではなく、もう一つのアプローチ、農業

の多様な可能性にニヤニヤしてしまう。 

（のうてん農園なんでも研究所 渡邊加奈子） 

ミャンマー・食生活の楽しみ ㉓ スイーツ  

       親子田んぼ 梅﨑利通 
 

 住んでいたヤンゴンの 15 番通りで、私が朝出勤しようと

したら、数軒先の古びた木造の家から、大きなたらいのよ

うな物を抱えて中国系のおじさんが出てきて、日本製の軽

トラを改造した車の荷台に積み込みました。よく見ると、そ

の人の家で作ったスイーツでした。これから市場に運び、

路上でそれを売るようです。このように、ミャンマーのスイ

ーツは何も商売していない普通の家の台所でこしらえ、街

中で売るのが一般的です。大きくて浅い洗面器のようなア

ルミの器に固めて冷やし、ナイフで細長い菱形に切り刻ん

で小売りします。とにかく種類が多く、ココナッツミルク風

味の焼き菓子やゼリー、卵で作ったプリン、バナナの焼き

菓子、など多彩です。ちょうど働いていた病院の横は有名

な小・中一貫の女子校だったので、午後の下校時、校門

の外は出迎えの親で溢れ、門の周囲は子ども目当ての

飲み物、食べ物、おもちゃ、女の子向け文具の露店で賑

わい、毎日縁日のようでした。子どもたちは友達と連れ立

って何を買おうかとワクワクしていています。親たちはわ

が子の要求のままにほしがるものを買い与えていました。

私の同僚の女性陣もその時間に門前の屋台に出向き、ス

イーツを買ってきて、時々私にご馳走してくれました。安く

て、手作りで、色々な種類があって、ミャンマーは楽しいス

イーツ王国です。 

 

 

      撮影しました！ 
 こんにちは。子の神田んぼを手伝っている前田ゆき

のです。10月 17日と 25日に田んぼと子ノ神社、Mago
の森でダンスの撮影をしました。 
私が所属しているケイタケイ’s ムービングアース・
オリエントスフィアは、2012年から各地で野外公演を
中心とした津々浦々シリーズというツアーを行ってい

ますが、今年はコロナのため中止に。代わりに、無観

客上演で動画配信をすることになりました。1 か所は
海辺で、もう 1か所は里山で。「田んぼや畑はどうかし
ら？」と言われ、写真を見せたところ、「素敵！ここで

やりましょう」ということに。作業や天気、石垣の工

事など不安要素もあったため、Mago の森さんも候補
地に入れたいとご連絡し、下見をした結果、両方で撮

影することとなりました。地域の皆さんの協力で準備

は進み、迎えた 17日の田んぼの撮影は冷たい雨…。ぬ
かるみに悩まされ、寒さに震えましたが、それはそれ

で幻想的な体験でした。奇跡的に誰も風邪をひかず、

次の 25 日は晴天！木漏れ日や遠くに見える海、空に
浮かぶ月に見守られながら撮影を終えました。スタッ

フもダンサーも場所を気に入ってくれたのがうれしか

ったです。ご協力どうもありがとうございました。 
動画配信が決まりましたら、またお知らせしたいと

思います。 
  



🍐 ポポー 
小田原のフラワーガーデンの近くを散歩したときポポ

ーという果物を売っている無人販売を見かけました。ポ

ポーって？聞いたことのない名前でした。見るとアケビ

を思わせるような長楕円形の実で、色はグリーンでし

た。二個二百円。箱にお金を入れました。 

家に戻って Google で検索したところポポーは北米

原産 Paw-paw という果物の和名であることが分かり

ました。明治期に日本に持ち込まれましたが、あまり人

気が出ませんでした。熱帯を連想させる強い香りがあ

り、果肉は黄色くカスタードのようなねっとりとした食感

です。実の中には多数の黒い種子があります。食べて

みると甘くて美味しい味でした。 

それなのに、なぜ人気がないのでしょうか？日本人の

友人に聞いてみたところ日本人の舌に合わないからと

言われました。特に匂いが苦手な人が多いそうです。本

当でしょうか？ もっと大きな問題は熟すのが早いため、

実が傷みやすいということです。流通が難しく地産地消

型の果物とされています。そのため、大規模な商業栽培

が困難といわれています。 

一方ではポポーは栽培しやすい木です。樹皮や種子

新葉にはアセトゲニンといわれる強い殺虫成分が大量

に含まれているので害虫に対してとても強く、無農薬で

栽培できる果物とされています。生で食べられるだけで

はなく美味しいジャムかアイスクリームも作れます。 

ヨーロッパ人が北米に入ってポポーのおいしさを発見し

ました。ジョージ・ワシントンは冷やしたポポーが大好き

だったそうです。子供の歌にもなりました。 

Where, oh where is pretty little Susie? 

Way down yonder in the paw-paw patch. 

Come on, boys, let’s go find her, 

Way down yonder in the paw-paw patch. 

Pickin’up paw-paws, puttin’ ’em in her 

pockets, 

Way down yonder in the paw-paw patch. 

聴きたいですか？YouTube で検索してください。 

https://www.youtube.com/watch?v=KJE8dH2R-rc 

Paul Courtney （ポール・コートニー） 

 

         Sae のパンとワインの日々    神戸さえ 
パンづくりを始めてから２８年経ちました。ちょうど結婚した歳

からですから、ずいぶん長く、私の暮らしと共に、パンを焼く日々

があります。２年ほど前に早川駅前にパン屋を開きましたが、そ

れは今までの集大成というだけでなく、新たな挑戦でした。５０

歳を過ぎて、まさか自分がパン職人になろうとは思いませんでし

た。週に２日だけのパン屋。とはいえ私にとっては、それが精一

杯の仕事です。家族の理解と店のスタッフに助けられ、お客様

に支えられて、今があります。ライフワークとして、地域社会と繋

がる拠点として、小さなアトリエでパンを焼いております。 

それから、大好きなワインも、私の暮らしになくてはならないも

のの一つ。葡萄の産地である土地、風土を意味するテロワール 

農のデータコラム★６７  スクリミンゴガイって見たこ

とありますか？田んぼの害虫の俗名ジャンボタニシのこ

とです（似ているが正確にはタニシではない）。目立つ鮮

やかなピンク色の卵を見たことないでしょうか？それら

は彼らの卵なのです。彼らは南米のラプラタ川流域が生

まれ故郷で、日本には台湾から 1981年から食用として

持ち込まれ、1983年には養殖場は 500か所にもなった

が、食用として人気がなく、野外に廃棄されて大量に増え

てしまいました。 

彼らの大きさと繁殖力は、日本に一般的にいる在来の

ヒメタニシの 10倍、（ヒメタニシは卵を産まないが！）

歩く速さも 3 倍の上、乾燥にも強く肺呼吸ができるので

移動距離が広く、いっきに増えてしまいました。天敵は、

カルガモ，スッポン、コイなどだが、一番の天敵は寒さで

3 度以下では 3 日で死んでしまうらしい（彼らは一年中

暖かければ 4 年くらいは生きられるのだが、日本ではほ

とんどは一年生きられないので 8ｃｍになるような巨大

な個体を見ることはないのです）。しかも卵は水の中では

孵ることができないので、何とか現在の数で収まってい

るのが現状らしい。彼らは田んぼの害虫とされているが、

やわらかい草が好物なので、特に稲が好きなのではなく、

幼苗は食べられてしまうが、硬い稲を食べることはない。

なので、水管理をうまくすれば、生きた除草材としてコナ

ギやオモダカを食べてもらい共存も可能性もあるのだが

（彼らにとっては、でもそんなの関係ない！？）。 

追記）食用として輸入されたので食べてみたいと思う

が、寄生虫がいる可能性が高いので、よく泥抜きして十分

火を通して食べたほうがよさそうだ（使用後の調理器具

もしっかり消毒することが大事とか）。貝から取り出すと

内蔵も赤い色をしてるので、これが食欲をそそらずに人

気が出なかったのだろうか？ Futoshi Kurosawa 黒澤 太 

というものがワインの味を決めると言われます。自然酵母のパンも同

じこと。地産地消、旬の食材を使い、滋味溢れるパンを焼くことを

心がけてまいります。 

「あしがら農の会」とのご縁は、かなり長く、宅配でなんくる農園さ

んのお野菜をいただいております。かつては収穫祭、味噌作り、小

麦の会、いろいろ参加させていただきました。おかげさまで、かろうじ

て地に足をつけた暮らしの中で、季節の彩りと味わいを愉しませて

頂いています。この秋も石井智子さんの栗で、渋皮煮を作りました

が、その際に会報にコラムを書いてみないかとのお話をいただきまし

た。前置きが長過ぎましたが、私の好きなパンと、時々ワインのお

話、なんとなく綴れたらと思います。 
 

シュトレンのこと 
栗仕事も終わり、11月に入ると、もうすぐクリスマス。私がパン

を習い始めた頃から毎年、1 番大切にしているスペシャリテがシ

ュトレンです。ドイツ、オーストリアのクリスマスの伝統的なイース

ト菓子。シュトレンは、ドイツ語で炭鉱の坑道という意味で、幼

いイエス・キリストのおくるみの形と言われています。 

ドイツでは、クリスマスを待つ 4 週間のアドヴェントの間、少し

ずつスライスして食べる習慣があります。生地は日を追うごとに

熟成が進みます。クリスマスを待ちわびて、ゆっくりと愉しむ。寒

い冬に、心暖まるひとときです。美味しい珈琲や紅茶はもちろ

ん、今年のシュトレンには、ドイツの甘口ワインを合わせたい気

分です。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC


ɤɤɤ 石垣島便り ⑰ ɤɤɤ      笹村 出 

 欠ノ上田んぼでの稲刈りから、籾すりまで終わ

って石垣島に戻った。欠ノ上田んぼのサトジマン

はもう少しで畝取りだった。充実した２週間だっ

た。ゴーツートラベルで小田原には来た。トラベ

ルでは無いと思うが、小田原の農作業はもう旅行

なのかもしれない。 

 戻った石垣島はそろそろ、稲刈りの季節に入る。

周りの緑は濃いままで、田んぼの稲の黄色が日に

日に濃くなってきた。何故なのか、石垣島では今

年は去年より２期作目の田んぼがいくらか広がっ

ている。 

特に名蔵湾に面した広い農地や大里農道周辺が、

耕地整理が行われ農業者の意欲が増したように見

える。荒れ地だった農地がいつの間にか、牧草地

に変わっているところもある。コロナで観光業が

厳しくなる中、農業者の意欲は衰えていないよう

に見える。石垣の農業者はもっともっと厳しい状

況の中生き抜いてきた人たちだ。マラリアの時代

には廃村が続いたほどの困難を生き抜いた人達だ。

こんな状況になっても少しも農家はへこたれてい

る様子が無い。少し励まされる。 

 

      MAGOの森・１３ サザンカ  

近藤まごのり   
 秋も深まるこの季節、木に咲く花は野にも山にも 

 少なくなりました。それでもＭＡＧＯの森はカツラ、ケ 

ヤキ、ヒメシャラなどの落葉樹が色づき始め、緑が生い

茂っていた夏とは違い日差しが入って森が明るくなって来

ました。そして前回のヤブツバキと同じカメリア属のサザンカ

がこれから冬にかけて花を咲かせるようになります。漢字で

「山茶花」「茶梅」と書くように葉は同属のチャに近く茶の代

用にもなり実から油も搾ることが出来ます。野生種は山口県

以南の九州の暖地で一重の白い花を咲かせます。赤や白

の花を咲かせるサザンカはツバキと同じように園芸種が沢

山あります。フジノミネ（白の八重）タチカンツバキ(赤の八重）

オトメツバキ（ピンクの八重）カンツバキ（赤の八重・這性）な

どの園芸種がＭＡＧＯの森のあちこちに植わっています。

ツバキとサザンカの違いは咲き出しの時期だけでなく、ツバ

キはひと花全部が一度に落ち、サザンカは花弁が一枚ず

つ散る特徴があります。秋から冬にかけて花を咲かせるサ

ザンカは昔から庭木、特に生垣として利用されて来ました。

童謡「たきび」にも歌われています。 

      虫と私 ９        新倉和宏 
 
【昆虫食のはなし】 最近、きたる食糧難の際のタンパク

源として、昆虫食が注目されており、各種書籍も出版され

ています。日本では、イナゴ、はちのこ、孫太郎虫（ヘビトン

ボの幼虫）やざざむし（カワゲラ、トビケラなどの幼虫）などが

有名で、古くから食されてきました。私は、今は亡き祖母が

作ってくれた、イナゴの佃煮が大好きで、よく食べていまし

た。 

幼稚園から小学校低学年の幼少の頃、祖母と稲刈り

後の田んぼに出掛けて、イナゴ採集に勤しんでいたのは良

い思い出です。 

さて、世界各国の昆虫食について、テレビのバラエティ番

組などでもよく取り上げられていますが、私が実際に見てイ

ンパクトが大きかったのは、大学時代の研究室の先輩が東

南アジアのどこかの国（忘れてしまいました…）のおみやげで

買ってきた、タガメの瓶詰飲料です。見た目とは裏腹な、タ

ガメ特有のフルーティーな香りが印象に強く残っています。 

東南アジアでは、タガメ以外にも、ゲンゴロウなど水生昆

虫が多く食されているようです。水生昆虫が生息できるよう

な美しい田んぼ環境が、いまだ残っているのでしょうね。日

本では、タガメやゲンゴロウが採集できる環境が残っている

場所は、全国でもごくわずかにすぎません。昆虫が食べたい

から、というわけではありませんが、いつの日か、日本でも水

生昆虫の豊かな田んぼ環境が再生されればと、切に願っ

ています。                   （つづく） 

・・・・・ お 知 ら せ ・・・・・  

１１/７［立冬］・ １１/２２［小雪］ ・１２/７[大雪]  ・１２/２１［冬至］ 

●神無月新月１１/１５ 〇神無月満月１１/３０ ●霜月新月１２/１５ 
 

【通信が置いてあるお店】 ポタジェララ/カフェブラッサム/バックシュトゥーベ 
IMAYA/えれんな ごっそ/がらんどう/かふぇ・えりむ/和カフェ ChaCha/井上種苗/ハ
ルノキ/ビーンズビレッジ/フロマージュ/ベーカリーアスラン/fumoto/ Rythme hair 
dressing/悠久庵/縁-えにし-/ナラヤカフェ/ロコモケア/いわしや/しずく会/ルネス/あ
おいそらみどりのき/アトリエ・ヴァイツェン・サエ/アオイミネ/TEA FACTORY 如春園 

♪♪♪ 可笑チナキッチンラボ ～その３１～  
 ついに窓の結露が始まった。赤黄茶の枯葉が乾いた音を立

てるようになり、唇も手も保湿の欠かせない時期の到来だ。散歩

道の土手や傾斜のあるところには黄色いセイタカアワダチソウと

ススキの穂で溢れている。ホクホクとした南瓜や薩摩芋、インゲ

ン系(?)の豆類の登場頻度が多くなってきた。土鍋いっぱいに塩

少々と水とで蒸し煮したものを、そのままいただく。その甘さにつ

い手が伸びるが運良く残れば、湯引きした油揚げと味噌汁に。

金時豆、うずら豆、ササゲなどは適当に合わせて 4～5 時間浸

水し、少々の塩して圧力鍋で炊く。家中に満たされる煮豆の匂

いに心も満たされる。柔らかく煮崩れたら、先ずはそのままいた

だき滋味深い豆の味に何度も満足する。残れば別に炊いた手

羽元と玉ねぎにナツメグやクローブとを合わせてガンボ風スープ

に。またデザートには温めた豆乳と、シナモンやカルダモン

少々、好みの甘さで。小豆やササゲと餅米を炊いたものが関東

での"赤飯"だが、信州の母が作る赤飯は、蒸して少しの塩味が

ついた白餅米、つまり強飯に甘納豆を混ぜ込んだもので一般的

な"赤飯"との認識の違いに驚いたことがあったのだが、北海道

出身のアナウンサーが甘納豆の赤飯を懐かしむ姿をまた別の

意味で驚いた事がある。甘納豆の周りについた砂糖は好みで

洗ってから使うと聞いた気がする。そのまま使えば程よい照り艶

にもなるのだろうが、そもそも何故実家の母の赤 

飯は甘納豆のなのか、由来を聞いていなかった。 

ところでポール・コートニーさん、今年も近所の方 

が作る両手で抱える程の大きさの夕顔頂きました。 

干瓢にはした事はまだありませんが、ツルッとした 

食感は夏の大好物です。  （小泉知奈美） 


